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H.I.S. Ponta ポイントサービス拡大
ポイントサービス拡大！
拡大！
～ハワイでたまる
ハワイでたまる！
でたまる！国内オンライン
国内オンライン予約
オンライン予約でたまる
予約でたまる！
でたまる！海外オンライン
海外オンライン予約
オンライン予約でたまる
予約でたまる・
でたまる・つかえる！！
つかえる！！～
！！～
株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：平林 朗 以下 H.I.S.）は、株式会社ロイヤリティ マ
ーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 裕宜、以下「LM」）が運営する共通ポイントプログラム「Ponta（ポン
タ）」（URL：http://www.ponta.jp/）に参画し海外旅行を通じてポイントサービスの展開を図るなか、新たに３つの Ponta ポイン
トサービスを開始・拡大いたします。

■ハワイで
ハワイで Ponta ポイントがたまる
ポイントがたまる！
がたまる！
～ H.I.S.ハワイツアー
H.I.S.ハワイツアーご
ハワイツアーご購入で
購入で Ponta ポイント２
ポイント２倍付与キャンペーン
倍付与キャンペーン開催
キャンペーン開催！
開催！ ～
2011 年 12 月 5 日（月）より、Ponta カードをお持ちの全てのお客様を対象に、ハワイ・ホノルルの H.I.S.提携店で Ponta ポ
イントがたまるサービスを開始いたします。このホノルルでの展開では、H.I.S.のお客様に限らず、Ponta カードをお持ちでホ
ノルルを訪問される全ての Ponta 会員の方が対象となり、今後の H.I.S.のお客様を支援するサービスとなります。
また、サービス拡大を記念し H.I.S.では、2011 年 12 月 7 日（月）から 2012 年 1 月 31 日（火）までの期間でハワイの H.I.S.
パッケージツアー商品を H.I.S.オンラインサイト或いは、北海道 10 店舗にてご購入いただきますと、Ponta ポイントを 2 倍付
与するキャンペーンを開催いたします。（通常時は 200 円につき１ポイントのところキャンペーン期間中は、２ポイントになりま
す。）
H.I.S.は韓国・ソウル、ハワイ・ホノルルに続き、海外で Ponta ポイントがたまるサービスを、今後さらに拡大していきます。
＜ご利用条件＞
Ponta カードをお持ちで、2011 年 12 月 5 日（月）以降にハワイ・ホノルルに行かれる Ponta 会員の方
＜対象提携店＞
トニー･ローマ、えぞ菊、マンダラ・スパなど計 33 店舗。
※2011 年 11 月 30 日現在
＜現地ハワイでの加算ポイント＞
100 円につき 1 ポイント。
※決済前日の為替レートを元に購入金額を日本円に換算して、
加算ポイント数を算出します。
＜ポイント加算時期＞
ご旅行出発月の翌月末までに加算されます。

（トニー･ローマ イメージ）

（マンダラ･スパ イメージ）

＜詳細 URL＞
http://www.his-j.com/ponta/hawaii/index.html

■オンライン予約
オンライン予約で
予約で海外旅行のお
海外旅行のお支払
のお支払い
支払いに Ponta ポイントが
ポイントがつかえる！
つかえる！
～ 抽選で
抽選で 1 万ポイントが
ポイントが当たるキャンペーン
たるキャンペーン開催
キャンペーン開催！
開催！ ～
既に 2011 年 9 月 28 日（水）より H.I.S.オンライン予約における、日本発の海外往復航空券または海外ツアーをご購入で
Ponta ポイントがたまるサービスを開始していますが、更に 2011 年 12 月 1 日（木）より、H.I.S.オンライン予約において、海外
旅行商品をお支払いの際に Ponta ポイントをご利用いただけるサービスを開始いたします。
これを記念し、H.I.S.では 2011 年 12 月 7 日（月）から 2012 年 1 月 31 日（火）までの期間にて、H.I.S.オンライン予約で日本
発の海外往復航空券または海外ツアーをご購入されたお客様を対象に、ウェルカムポイントとしてもれなく Ponta ポイントを
100 ポイントプレゼント、さらに抽選で 100 名様に 1 万ポイントが当たるキャンペーンを行います。
＜ご利用条件＞
2011 年 12 月 1 日以降に H.I.S.オンライン予約において、日本発の海外往復航空券または海外ツアーをご購入されたお客様、
かつ H.I.S.サイト内にて Ponta 会員 ID のご登録をしていただいたお客様。
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※ ホテルのみ、オプショナルツアーのみなど、航空券を含まない場合は対象外で
す。
※ 海外航空券における燃油サーチャージ、TAX、保険、商品券、チャージ、手数料
や海外ツアーにおける TAX、保険、商品券、チャージ、手数料は対象外です。
※ 国内旅行においてのポイント利用は対象外となります。
＜利用ポイント＞
1 ポイント＝1 円としてお支払いにご利用いただけます。
＜詳細 URL＞
http://www.his-j.com/ponta/index_online.html

■国内旅行の
国内旅行のオンライン予約
オンライン予約で
予約で Ponta ポイントがたまる
ポイントがたまる！
がたまる！
(H.I.S.オンラインサイト イメージ)

2011 年 11 月 14 日（月）より、H.I.S.オンライン予約において関東（羽田、成田、茨城）発の航空機利用ツアー、及び関東発
着のバスツアーをご購入のお客様を対象に Ponta ポイントがたまるサービスを既に開始しております。
＜ご利用条件＞
H.I.S.オンライン予約において、関東（羽田、成田、茨城）発の航空機利用ツアー、及び関東発着のバスツアーをご購入され
たお客様、かつ H.I.S.サイト内にて Ponta 会員 ID をご登録いただいたお客様。
※ バス、JR 利用ツアー、ホテルのみ、オプショナルツアーのみなど、航空券を含まない場合は対象外です。
※ 他社主催ツアーは対象外です。
※ 出発 2 日前までの申請を対象とさせていただきます。
＜加算ポイント＞
200 円につき 1 ポイント。
※ ポイント対象は H.I.S.オンライン予約のみとなります。
※ 国内旅行におきましてポイントをためることはできますが、旅行代金に利用することはできません。
＜ポイント加算時期＞
ご旅行出発月の翌月末までに加算されます。
＜詳細 URL＞
http://www.his-j.com/kokunai/kanto/info/ponta/

【Ponta（ポンタ）とは】

(Ponta サービスロゴ)

（Ponta サービスキャラクター）

共通ポイントプログラム「Ponta（ポンタ）」とは、所定の手続きによりご登録いただいた会員様が、LM 提携企業の店舗やウ
ェブを通じて共通に利用できる次世代ポイントカードです。会員数は約 3,800 万人（2011 年 11 月 30 日時点）、ローソン、昭和
シェル石油、ゲオ、ケンタッキーフライドチキン等 43 社 48 ブランド（2011 年 11 月 30 日時点）の店舗で利用が可能で、さらに
会員数、企業数を拡大しています。
会員の皆様にとっては、「1 枚のカードで、いつでも、どこでもポイントがためられ、利用できる便利さ」、「家族共同でポイン
トをためられる楽しさ」など様々な付加価値を提供しております。
本件に
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